はじめに

この教科書は毎日新聞のニュースサイト英語版 The Mainichi から記事を収録しています。
みなさんはここにこの 1 年間で話題となった TPP 交渉の妥結、南沙諸島問題、安保法案可決、
パリのテロ襲撃、地球温暖化を遅らせるパリ協定の妥結、中国経済の景気減速、ジカ熱の流行な
ど、様々な内容の英文記事を読むことができます。活況を呈する日本のハロウィーンや、2 科学
者のノーベル賞受賞、重力波の観測、発見された秀吉の手紙、近藤麻理恵さんの片づけ法などほ
のぼのとした話題も見ることができます。まさしく英文記事のギャラリーを見出すことができま
す。楽しく記事を読んでいくあいだに英語の運用能力を身につけ、同時に現代という時代につい
て視野を広げ、新しい時代に向けた知見をえることができます。
みなさんはこの教科書を開くとき、各章にまず英文記事のヒントとなる写真と、記事を読む
ときに必要な情報を与えられます。日本語の情報としては写真に付属する説明文と Tidbit と

Column があります。Tidbit には愉快な内容が見つかると思います。
Check では、英文記事に含まれる重要な単語を日本語にする作業が求められます。日本語にす
る作業はこれだけですから、辞書を引くことを苦にしないでください。
次に英文記事があります。記事を正確に理解するため、適切に配置された註を手掛かりとする
ことができます。しっかり読み込んで reading の技能を養ってください。
みなさんは Activities の作業を通じて自然に記事についての理解を深めることができます。

Vocabulary Check では、主要な単語の定義を確認します。ここでも単語がわからないときは、
辞書を引いてください。

Contents Check では、設問によって記事の部分と部分をきちんと把握しているか確認します。
True or False では、設問の英文が記事の内容と合致しているかどうか判断します。答え合わ
せをして、記事を正確に理解しているかどうか確かめましょう。

Comprehension Questions では、設問の空欄に記事の内容に沿ったふさわしい単語を選んで、
記号で答えます。

Question-Answer では、記事の内容を問う設問に英文で書いて答えます。
Listening Task では、CD を聞いて、設問の空欄に語句を書き込んで答えます。みなさんは新
聞記事の部分とこの部分で listening の訓練をすることができます。

Writing Task では、記事で使われた単語、言い回しを使って英作文をします。
Discussion では、記事に関連する一つの設問についてクラスで debate をします。みなさんは
この部分と Further Questions をうまく利用することによって、speaking の技能を養うことがで
きます。

iii

Further Questions では、記事に関連する設問について個人で英文の答えを書いたり、クラ
スで Debate したりできます。writing の技能については、Question-Answer や Writing Task や

Further Questions の作業を通じて鍛えることができます。
みなさんは Activities のこのように多様な作業を通して総合的に英語の能力を高めることがで
きます。また、英字新聞に親しみ、広く社会で起こっている出来事に触れることができます。
こ の 教 科 書 の 作 成 に 当 た っ て 使 用 し た 辞 書 は、Longman Dictionary of Contemporary

English, 5th Edition と Oxford Dictionary of English Second Edition Revised と Oxford Sentence
Dictionary です。記事の収集と大部分の設問を江口雅子が、日本語の部分と書式、配置を木下善
貞が、全体のチェックと Further Questions を Adam Hailes が担当しました。版権の取得等には
開文社出版の安居洋一氏にたいへんお世話になりました。この場をお借りして厚くお礼申しあげ
ます。
木 下 善 貞
江 口 雅 子

Adam Hailes

音声ダウンロード（無料）は

http://www.kaibunsha.co.jp/download/17700（リリースは 2017 年 4 月）
音声は上記 URL から無料でダウンロードできます。自習用とし
てご活用ください。
▪ URL は検索ボックスではなくアドレスバー（URL 表示粋）に入力し
てください。
▪ＰＣからのダウンロードをお勧めします。スマートフォンなどでおこ
ないますと、3G 回線環境ではダウンロードできない場合があります。
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Chapter 1
No tricks: Halloween all the rage in Japan
as costume play
アイルランドではハロ
ウィーンのとき、つまり悪霊が
跳梁跋扈するとき、万聖節の
ケーキ（soul cake）を振る舞っ
て、悪霊をなだめ、退散させる
習慣がありました。施しをして
悪霊のいたずら、災い（trick）
を防ぐことは新年を迎えるに当
たって必要な儀式でした。それ
で、悪霊に扮した子供に家を訪
問してもらい、施し（treat）を
します。子供が各家庭を訪ね
て言う決まり文句 “trick or treat”
は普通「お菓子をくれないとい
たずらするぞ」と訳されます。
子供がいたずらをするわけでは
ありません。悪霊がするのです
から、それに「扮装」している
ことが重要なのです。

写真提供：AP ／アフロ

Tidbit
ジャック・オー・ランタン（Jack-o’ -lantern）は悪魔と取引したため天国へ昇ることも、地獄へ堕ちることもできず、
地上をさまよっています。このお化けはハロウィーンのちょうちんでおなじみですが、もともとアイルランドで
はカブで作られていたそうです。この習慣がアメリカへ渡って、カボチャで作られるようになりました。

Check

日本語にしてみましょう。

1. reserved
2. spooky
3. resonate
4. pot-bellied
5. impact
6. merchandising

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
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2

TOKYO (AP) — For the usually reserved Japanese, Halloween has
become the perfect excuse to act wild in strange outfits.
2 The spooky celebration is consuming the energy, fashion sense and
wallets of people for the entire month of October. Not just kids but
also adults are on the prowl with colorful parades, costume parties and
pumpkin-inspired desserts, dress-up and decor everywhere.
3 Kiyoshi Kase, who heads the Japan Anniversary Association, said
the Japanese don’t care about the cultural or religious backdrop of
Halloween, or how it’s celebrated anywhere else. The biggest attraction
is that anyone can take part, in contrast to Valentine’s.
4 Although Japan has its own traditional festivals to celebrate spookiness and honor the dead, Halloween is being observed with a special
frenzy. It helps that everything about it resonates in the country that
gave birth to the subculture of “costume play,” the art of dressing up like
“manga” animation and mascot characters.
5 Favorite characters for dressing up can range from Nintendo Co.’s
video-game hero Super Mario to the pot-bellied friendly spirit Totoro
from animation master Hayao Miyazaki.
6 Many Japanese don’t bother trying to look like the usual witches,
zombies and ghosts associated with Halloween. Ask them what “trick or
treat” means, and they usually won’t know. It doesn’t matter.
7 Yasushi Senoo, chief research analyst at Mitsubishi UFJ Research
and Consulting in Tokyo, who has been studying the economic impact of
Halloween, believes it can only get bigger in Japan because participation
by teenagers is widespread. As they get older, their spending power will
grow.
8 Japanese like to contemplate the changing seasons, and fall is one
time without a cause to celebrate, according to Senoo.
9 Easter, with bunnies and painted eggs that appear conducive to
costume play and merchandising, isn’t likely to take off as easily
because, with the onset of school and work, the Japanese spring already
has plenty of action.
 One area Halloween was likely to grow in coming years is in home
decoration, he said.
 “Halloween has potential for growth because it is so open-ended,”
he said. In contrast, the Christmas market has reached saturation levels.
“New Japanese forms of celebrating Halloween can develop.”
 Halloween madness culminates on Saturday in Tokyo’s Roppongi
area, with thousands of carousers on the streets in various outlandish
costumes. Those in regular clothing will certainly feel out of place. (388
words)
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Activities
Vocabulary Check
次の単語の定義を下の選択肢から選んでください。

1. decor
4. contemplate

(
(

)
)

2. backdrop (
5. unlike

(

)
)

3. frenzy

(
6. culminate (

)
)

(a) think about something for a period of time
(b) the way that the inside of a building is decorated
(c) reach a climax or point of highest development
(d) the setting or background for a scene, event, or situation
(e) different or dissimilar
(f) a state of great anxiety or excitement, in which you cannot control your behavior

Contents Check
記事のなかで次の内容が書かれている段落の番号を記入してください。

1. 普通控えめな日本人にとって熱狂的に振る舞ういい口実となる
2. 日本には死者を敬う伝統的な行事がある
3. 秋には祝い事が少ない
4. ハロウィーンの熱狂は土曜に最高潮に達する

(
(
(
(

)
)
)
)

True or False
記事の内容と合っていれば T を、合っていなければ F を記入してください。

1. The Japanese tend to care about how Halloween is celebrated at its birthplace. (
2. The Japanese are creating their own version of Halloween.
3. Many Japanese know almost exactly what “trick or treat” means.
4. Halloween offers boundless marketing possibilities.

(
(
(

)
)
)
)



Comprehension Questions
下の英文の空欄に記事の内容に沿う適切な語句を選んで、記号で答えてください。

1. Adults as __________ as kids enjoy parading in fancy costumes at Halloween.

		

(a) good

(b) well

(c) way

2. The Japanese aren’t always __________ to wear the traditional costumes associated

with Halloween.
(a) suitable
		

(b) reserved

(c) anxious

3. The Japanese are fond of __________ the changing seasons.

		

(a) appreciating

(b) taking care of

(c) sending

4. Easter isn’t likely to __________ popularity among Japanese as easily as Halloween.

		

(a) produce

(b) raise

(c) enjoy

Question-Answer
次の質問に英語で答えてください。

1. What is the biggest attraction of Halloween for the Japanese?

2. Why does Senoo believe Halloween can get bigger in the Japanese market?

3. What is the hallmark of spring in Japan?

4. Why will some people in Roppongi feel out of place during the Halloween

celebrations?



Listening Task
音声を聞き、空欄に入る語句を書き入れてください。

Halloween has become the perfect excuse for the 1
Japanese to act
wild in strange outfits. The biggest 2
is that anyone can take part. As
Japan has its own traditional festivals to receive the dead, and it is the country that gave
birth to the 3
of “costume play,” the Japanese have a good grounding
from which to embrace Halloween. Japanese people don’t care about the cultural or
religious 4
of Halloween, and that’s why they usually don’t know what
“trick or treat” means. Unlike Christmas, Halloween has 5
for growth in
the Japanese market.

Writing Task
日本語を参考にし、語句を並べ替えて英文を完成させてください。文頭に来る語句も小文字にしています。

1. トムが学校時代に工作が得意だったのは役に立った。

( in / it / at / that / was / Tom / handicraft / his school days / good / helped ).

2. ノックは無用。

( to / knock / bother / don’t ).

3. 兄弟だけれど、性格は鋭く対照的だ。

( brothers, / each other / their characters / are / they / contrast / though / in / with / are /
sharp ).

4. 先生は異様な格好をしていたら、卒業式では場違いに感じるだろう。

( the graduation ceremony / outlandish / would / the teachers / place / feel / clothing /
at / out of / in ).



Discussion
下の質問について、クラスで話し合ってください。

What factors do you think make Japanese forms of celebrating Halloween distinctive?

Further Questions
下の設問に答えを書いてみましょう。あるいは、クラスで話し合ってみましょう。できれば新たに学んだ
語彙を使ってみましょう。

1. Why are festivals considered to be an important element of human societies?

2. Why do so many people enjoy dressing up in costumes?

3. It is important to create and maintain awareness of the cultural or religious backdrop

to national festivals. Discuss.

4. Why is a sense of the changing seasons so prominent within Japanese culture?

5. What is the attraction of horror movies?

Column
扮装に関しては日本にコスプレという伝統があります。メイドやレースクイーンや JK 制服もの、
アニメキャラ、戦国キャラ、ゲームキャラ、着ぐるみなど多種多様で、変身願望の受け皿となって
います。ハロウィーンでこれが解放されるチャンスが訪れました。



